
 

 

 

 

 

９月２１日（土）  ロゲイニング 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参加者リスト 

クラス No 氏名 所属・チーム名 クラス No 氏名 所属・チーム名

山本 誠 加藤 博士 八ケンTRC
木谷 弥彦 原井 健人 八ケンTRC
斉藤 滋信 62 杉下 博一 チームへべれけ
土栄 拓真 63 伊藤 吉昭 マムート北海道
青木 雅実 64 戸川 晴貴 三条高校
道坂 怜生 65 道坂 伸一 新居特許事務所

滝澤 空良 66 石原 徳 東川中学校
滝澤 風夏 67 小泉 圭亮 FDC

添田 浩平 68 石原 湧樹 スキーＯ－ＮＴ
大森 美千子 69 木下 涼雅 スキーＯ－ＮＴ
渡辺 真穂 70 塩平 真士 スキーＯ－ＮＴ
浮津 郁実 71 柴田 達真 スキーＯ－ＮＴ
宮浦 厚子 72 中島 颯大 スキーＯ－ＮＴ

佐々木 絵理香 73 福岡 悠生 スキーＯ－ＮＴ
岩井 健祐 74 山本 賀彦 スキーＯ－ＮＴ
池亀 裕一 75 犬山 瑛斗 北大オリエン部
池亀 美穂 76 大西 肇 北大オリエン部
増田 康 77 末満 寛太 北大オリエン部
増田 楓 78 高木 一人 北大オリエン部

飛島 浩行 79 武田 信悟 北大オリエン部
飛島 幸枝 80 堂垂 悠人 北大オリエン部
菅原 庸平 81 冨安 蓮 北大オリエン部

太田 梨津子 塩野谷 直子

中本 麻子

杉田 由理 飯島 瑞子
杉田 哲也 野口 莉沙

杉田 明日菜 吉川 ゆきえ
杉田 朋寛 吉川 美晴
金森 等 84 入野 知華 run_tt RC
神 郁子 85 菅野 真喜 アスラボRC

前田 修汰 86 布施野 頌子 WS会
河本 真由子 87 佐野 響 スキーＯ－ＮＴ
白川 浩幸 88 本間 樹良来 スキーＯ－ＮＴ

白川 美奈子 89 湯上 麻貴 スキーＯ－ＮＴ

90 伊藤 真由恵 スムニダ山岳スキー部

91 永井 文乃 ビール飲み隊

92 吉武 もにか 札幌農学校

59 ゆうやんず

61

6時間の部
男子

51 チーム　マケドンスコ

3時間の部
男子

52 ロボ&タクマ

53 阪大スキー部

6時間の部
女子

54 fu-sora

6時間の部
混合

55 いまみこ

60 KAI

56 もなみクリニック

57 カド

58 チーム・カカボラジ

3時間の部
混合

93 チーム森造
83 らいでん

94 レッドリボン群

95 Team BIHORO

96 チーム タルト

82 ぼけの花

3時間の部
女子



 

９月２２日（日）  トレイルランニング 

６０ｋｍクラス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 氏名 所属 No 氏名 所属

101 木村 知範 カローラ札幌 161 乾 利幸 ＲＹＯ太
102 工藤 光一 162 上田 秀則 ＵＥＤ
103 津島 篤哉 Ｃ２１Ａハウス 163 上間 理
104 佐藤 邦男 164 遠藤 好昭 苫小牧気分走会
105 橋本 克己 ワインショップリッツ 165 小栗 裕介
106 木村 真也 ワインショップリッツ 166 小島 大助 腹ペコＴＲＣ
107 大工 聡明 迷走会 167 織田 篤志
108 原田 卓弘 マムート北海道 168 河内 陽介 オレトレうましか
109 吉川 達也 169 川眞田 潤 大雪を囲む会
110 黒澤 拓也 170 上林 亨 ＹＡＭＡＴＵＮＥ
111 笠井 強 チームＭＮＹ 171 木付 立思 かまくらん
112 礒野 照弘 172 木原 清敬 ＮＯＳＡＩ
113 山崎 友嗣 ドラゴンワークス 173 木村 優介
114 石井 芳政 174 窪田 隆介
115 石上 望 アバランチ族 175 越野 淳
116 水野 貴紀 176 小塚 雄史
117 三上 賢将 迷走会 177 後藤 員之
118 斉藤 保雄 178 後藤 啓介
119 山田 晋也 ラメのパンタロン 179 斉藤 一男 金山アスリート
120 柏谷 渉 ＭＡＴＡＧＩ 180 笹尾 祐介 チームぷっ
121 朴 湧一 ネオンすすきの 181 佐藤 峰雄
122 谷口 直人 valley 182 佐山 淳一 ウルトラの星
123 小鹿 陽介 ゴーシェ 183 眞藤 雅通 無し
124 平中 雄太 トレイルハット 184 杉本 和也 帯トラ
125 土崎 健 KOTA 185 杉山 飛馬 Beans
126 横内 俊亮 186 隅谷 利一 A
127 中川 並樹 帯広トライアスロン 187 関口 和則 恵庭市
128 松島 智久 マンプク 188 高森 誠一
129 後藤 宏之 フォルトゥーナ 189 瀧口 知広 森のタータン
130 檜 誠一郎 チームＢ 190 橘 和完
131 山中 真 小鍛冶組 191 田村 弘佳
132 大竹 光浩 那利流 192 鳴海 幸賢
133 那須川 悟 ＵＲＣ 193 服部 研斗 （株）ゴールドウイン
134 千田 賢一 フレングRC 194 古川 貴一 帯広自衛隊
135 小出 勉 ＵＲＣ 195 星埜 正和 風たび
136 西川 勝康 ＨＴＲＣ 196 堀口 秀一
137 田中 聖土 197 薬袋 孝宣 ＡＲＣ仙台
138 島崎 昌敏 作．ＡＣ札幌 198 山名 祥貴
139 正木 辰明 モスラン 199 山中 功
140 喜多 タカヨシ 200 山元 駿 （株）ゴールドウイン
141 東 恒郎 札幌市白石中 201 山本 喜紀 ＳＴＡＲトレラン部
142 小谷 幸一 ＨＢＡ　ＲＣ 202 レンティング 陽 （株）ゴールドウイン
143 反中 祐介 Salomon 203 渡辺 聡之

144 中島 一貴

145 永田 淳 SUCKOFLIFE 211 加藤 美保
146 中澤 篤 9999 212 大谷 抄織 七飯アルペン
147 小林 寿 こばやし治療院 213 三浦 明子 チームアクロス
148 湯浅 晃介 禎心会北 214 象谷 暁子 ちばりよ～ＲＣ
149 野坂 徹 ＳＵＶＡＣＯ 215 谷口 三佳 valley
150 菅野 智也 Beans 216 江崎 忍
151 中村 亮 ＬａＳ 217 竹原 雪絵 ＴＥＡＭ丹野塾
152 瀬尾 豪 218 小川 由美子
153 渡邊 純規 留萌自衛隊 219 伊東 ありか TRAILHUT
154 志田 大輔 ＨＴＲＣ 220 西川 雅代 ＨＴＲＣ
155 伊藤 峰幸 ＪＲ札幌病院 221 赤木 ゆい はんばいにぶ
156 庵 茂 ＮＴＴアカシア 222 小路 えり子 新札幌整形外科
157 新井 隆史 223 神 福幸子
158 荒川 祥一 224 前田 晴香

159 安藤 真行 札幌よるかぜ

160 市川 慶一
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No 氏名 所属 No 氏名 所属

301 三浦 裕司 マムート北海道 368 齊藤 実 ちばりよ～RC
302 大西 一成 TEAMHUT 369 坂田 博之 （株）ゴールドウイン
303 紀 哲郎 一八興業水産 370 佐々木 貴紀 社会福祉法人　渓仁会
304 安藤 芽生 秀岳荘 371 澤田 祐輝
305 加藤 雄司 北海道ＴＲＣ 372 塩崎 崇 函病アスリート
306 宮内 宣夫 ルネサンス 373 塩見 恵吾
307 原田 仁 アバランチ族 374 白川 真人
308 一橋 聖也 375 新保 雄三
309 小竹 純平 蘭越農場 376 菅原 雄樹
310 水上 貴行 377 高田 晃希 無所属
311 清宮 隆智 北洋銀行 378 高張 弘司 ＳＲＣ９０４
312 横山 真一郎 アバランチ族 379 立田 章二 ブーメラン
313 中谷 真紀 ＲＵＮ　ＴＫＯ 380 田部井 正樹
314 三上 誉利 ＭＡＴＡＧＩ 381 茶谷 隆司 札幌市役所
315 伊藤 吉昭 マムート北海道 382 戸川 晴貴 三条高校
316 足立 清人 383 中島 隼 札幌市
317 中川 恭太 アバランチ族 384 西馬 昇一郎 ウエストホース
318 西岡 博幸 ちゃんひろ 385 西尾 敦史
319 西谷 直樹 ルネアリオ 386 野添 文亮
320 鹿又 康則 ＮＴＴアカシア 387 野村 直矢 札幌
321 福岡 雄司 チーム緑ガメ 388 橋爪 幸一
322 橋場 教司 389 橋本 伸之 天塩町立国保病院
323 原嶋 公志 チーム味和久 390 原 克範
324 工藤 晃史 391 藤嶋 豪 ちばりよ―
325 栗林 大悟 山岳部 392 伏見 一
326 髙橋 彰 留萌自衛隊 393 古舘 和幸
327 藤澤 龍太郎 ＲａｎＭｏｎｋｅｙ 394 細井 勇人
328 伊藤 義和 オレ岳 395 細野 竜太 初山別村役場
329 原田 雅之 オレ岳 396 堀井 将勝
330 佐藤 岳大 大雪山ＴＲ 397 堀口 貴史 ＮＲＣ
331 高橋 圭太 フィリップス 398 三田 悠介
332 田原 正己 道央陸協 399 宮部 貴史 Ｓｉｄｅ－Ｂ
333 住岡 達也 ＲＵＮ＠ＭＯＵＮＴ 400 山下 大志
334 瀬下 直人 白滝FC 401 山本 恭央 札幌
335 小野 裕章 402 由井 徹 チーム車座
336 上田 和正 403 結城 一生
337 高橋 伸哉 404 吉川 真平
338 綿谷 健太郎 ＲＵＮＴＫＯ 405 米崎 誠悟 （株）ゴールドウイン
339 青木 健二 ＨＴＲＣ 406 渡辺 優作 （株）ゴールドウイン

340 長谷川 勝巳 パワー名寄店

341 成田 雄司 遠軽自衛隊 411 高嶋 利絵
342 山崎 正義 412 京野 直子 ラミタ
343 川原 朋直 北洋銀行 413 奥村 理恵 レッドリボン群
344 渡邊 岳雄 洞爺協会病院 414 松島 千夏
345 足利 真宏 415 紀本 知子 ともちん
346 安達 亮司 416 中谷 ことみ ＯＫ２
347 安部 僚真 オレ岳 417 二本柳 志穂 おやんず
348 池亀 裕一 カド 418 高橋 尚美 サロプロ
349 井沢 明正 419 横山 由佳 TMF
350 石久保 大一 無所属 420 石山 朋枝
351 石澤 詳司 421 畑 希代惠 KONAMI
352 市田 哲司 422 東 美香 大雪山トレラン
353 大倉 祥吾 オレ岳 423 今井 由佳梨
354 太田 一平 サッポロスキッド 424 臼井 理恵 （株）ゴールドウイン
355 岡崎 浩之 イブリジニー 425 久保 かよ子 ☆☆☆
356 岡田 徹也 Ｚｉｐ－ＲＣ 426 小林 美貴 ＲＡＤ　ｍｉｎｄ
357 岡本 玄 ｎｒｃ 427 外舘 里美
358 甲斐 智晴 428 髙橋 久美子
359 春日 直也 京葉ＯＬＣ 429 對馬 希
360 加藤 拓磨 430 中原 あずさ ＨＴＲＣ
361 狩野 陽介 431 原 生子美
362 川崎 龍太朗 432 伏見 央
363 川島 源徒 ＵｇｏＫＬ 433 宝崎 行世 Ｚｉｐ－ＲＣ
364 河野 哲也 北海道ＴＲＣ 434 宮越 文菜
365 久保 博嗣 435 横岩 恵利子 ＨＴＲＣ
366 後藤 剛 436 横倉 裕紀子
367 小林 佑哉 （株）ゴールドウイン 437 吉田 珠江
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No 氏名 所属 No 氏名 所属

鏑木 毅 576 小林 淳哉
501 奥屋 肇 577 小林 知己 ナカボーテック
502 長崎 演寛 マタギ 578 斉藤 喜末雄 函館マツダ
503 佐藤 靖幸 ＯＲＫ 579 齊藤 裕克 （株）ゴールドウイン
504 高木 俊哉 ド－ト 580 坂口 祐生
505 船瀬 寛夫 Ａｒｔｚ 581 酒本 博昭 大雪山ＴＲＳ
506 若濱 享志 ＲＵＮㅤＴＫＯ 582 坂本 文彦 電材重機
507 長濱 崇 G-TR 583 櫻井 一樹 東工大OLT
508 金森 等 レッドリボン群 584 笹尾 雄太 洞爺協会病院
509 久保 昭雄 585 佐々木 剛 Go
510 高村 悟司 ＪＣＥ北海道 586 佐藤 直行 未来大
511 塩平 真士 スキーＯ－ＮＴ 587 澁谷 和宏 （株）ゴールドウイン
512 柳谷 圭祐 八雲総合病院ＡＣ 588 Ｊｏｈｎ Ｂｏｗｅｒ 北海道大学水産学部
513 岡 秀行 札幌ＡＣＣ 589 城畑 孝康 和弘ランあそ
514 土屋 拓実 ＡＢＯＵＴ１０ＲＣ 590 杉尾 敏雄 ドンドンいこうぜ
515 横山 慶 ＡＢＯＵＴ１０ＲＣ 591 鋤柄 昌則 ＤＣＭ
516 堀 啓知 592 鈴木 恭輔 岩見沢郵便局
517 小山田 享誌 室電協 593 鈴木 宣哉
518 平井 宏幸 オーケーツー 594 須田 正規
519 大原 雄介 ＯＭＲＣ 595 須田山 涼
520 西川 明博 ＡＢＯＵＴ１０ＲＣ 596 須原 慶太
521 岩崎 敦志 ＯＫ２ 597 高尾 健志 ドンドンいこうぜ
522 佐久間 義人 檜山教職員ＲＣ 598 高城 直也
523 畑 拓也 ＯＭＲＣ 599 髙橋 彰 ＡＢＯＵＴ１０ＲＣ
524 大須賀 章哲 600 高橋 宏市
525 石原 湧樹 スキーＯ－ＮＴ 601 高谷 亮太 無し
526 佐藤 健人 ＫＹＯＳＥＭＩ 602 立田 善彦
527 松島 吉司 Ｒ＆Ｔ 603 田中 寅巳 アリス
528 杉山 照晃 札幌山の会 604 田中 正俊
529 原田 哲嗣 605 玉井 薫 CBS
530 平山 傑 606 千葉 将則 留萌信用金庫
531 菊地 悠希 607 中條 秀昭 ＯＭＲＣ
532 尾崎 隆之 608 出村 和弘 株式会社モロオ
533 田中 康平 ＯＲＫ 609 豊澤 義文 東工大OLT
534 後藤 晋平 ＯＲＫ 610 中岫 信
535 池 陽平 テクニカ 611 長崎 有希央 ダビデ
536 中川 映一 ランニコ部 612 長澤 健太郎 ＴＴＣ
537 小野寺 信勝 なし 613 中沢 大悟
538 山口 賀章 （株）ゴールドウイン 614 長瀬 眞央
539 菅 竜司 ＭＡＴＡＧＩ 615 中村 僚佑 岩手大オリエン
540 野切 完相 レッドリボン群 616 西塚 憲一郎
541 高橋 亮輔 617 西出 和彦 ＤＣＭホーマック
542 松浦 慎 618 西村 俊信 小鍛冶組
543 市村 忠勝 619 沼田 裕幸
544 小野 昌俊 札幌市 620 沼山 寛
545 スィム ユージーン 621 破入 正名 Ｒコンセプト
546 川本 真輝 札幌ＯＬＣ 622 原 柊斗
547 青田 努 ＤＣＭ 623 坂東 稔彦 ばんず
548 渥美 尚大 624 日笠 真太郎 （株）ゴールドウイン

549 阿部 匡樹 625 深浦 誠

550 飯森 教雄 ＥＰＳＯＮ 626 細井 治 札幌山の会
551 五十嵐 賢一 函館走ろう会お山の会 627 本間 光
552 石井 良和 628 増井 伸高 ＴＥＡＭ　ＭＡＳＵＩ
553 泉 修平 札幌農学校 629 増田 康 チーム・カカボラジ
554 伊藤 卓 630 松本 幹孝 m
555 伊藤 雅人 無所属 631 三浦 開登 東工大OLT
556 稲垣 健 （株）ゴールドウイン 632 三浦 紀秋 十勝勤労者医療協会
557 今井 洋介 633 水品 光
558 永島 渉 634 三日市 博恒 Salomon
559 遠藤 実 ドンドンいこうぜ 635 宮形 秀史 ＴＥＸＥＮＧ
560 大井 聡 札幌山の会 636 棟方 悠真
561 大石 正 637 安田 敦史
562 太田 耕平 ドンドンいこうぜ 638 安武 尚高 ＴＴＣ
563 小高 敦志 岩手大学 639 柳川 真一 柳川内科胃腸科
564 恩田 圭 山わさび北８ＡＣ 640 柳 康太 東工大OLT
565 片岡 哲郎 641 山内 稔也
566 加藤 将 北海道大学 642 山口 和朗
567 菅野 英規 643 山崎 泰助
568 岸 大輔 チーム玉井 644 山﨑 哲也
569 木村 一雄 36 645 山本 洵哉 東工大OLT
570 木村 英俊 ＯＫ２ 646 山本 知幸
571 久坂 有史 ＢＯＮＤＳ 647 山本 祐二
572 工藤 友喜 岩手大学 648 吉村 英康 ひできっずFRC

573 小関 克典 室蘭信用金庫
574 後藤 郁哉
575 後藤 全孝
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No 氏名 所属 No 氏名 所属

711 吉原 敬冶 735 堂垂 悠人 北大オリエン部

712 佐藤 可崇 トレイルクマヤマ 736 冨安 蓮 北大オリエン部

713 福岡 悠生 スキーＯ－ＮＴ 737 中島 颯大 スキーＯ－ＮＴ

714 山本 賀彦 スキーＯ－ＮＴ 738 堀切 竜馬

715 椋平 剛史 739 堀野 誠 リサガスパール

716 柴田 達真 スキーＯ－ＮＴ 740 道坂 伸一 新居特許事務所

717 堀 貫太郎 教育大附属札幌小学校 741 道坂 怜生 スキーＯ－ＮＴ

718 菅野 誠仁 ＲＥＳＰＥＣＴ

719 中島 大介 ＹＡＭＡＪＩＭＡ 751 稲場 結那 当別KIDSRT

720 青木 雅実 スキーＯ－ＮＴ 752 湯上 麻貴 スキーＯ－ＮＴ

721 石原 徳 東川中学校 753 小田 理恵

722 泉 裕樹 754 小田 七華 幌東中学校

723 犬山 瑛斗 北大オリエン部 755 本間 樹良来 スキーＯ－ＮＴ

724 岩崎 晃 なし 756 佐野 響 スキーＯ－ＮＴ

725 大西 肇 北大オリエン部 757 與那嶺 凛藍

726 大平 信貴 いだてんちゃま 758 新田 芽衣 八雲中学校

727 小笠原 愛斗 ハイテクＡＣ 759 吉武 もにか 札幌農学校

728 小笠原 武司 理容室アポロ 760 小竹 麻衣子 ベニコ

729 小笠原 唯斗 島松小学校 761 布施野 頌子 WS会

730 木下 涼雅 スキーＯ－ＮＴ 762 石橋 陽子

731 末満 寛太 北大オリエン部 763 岩崎 玲子 なし

732 菅野 輪 藻岩南小学校 764 片岡 典子

733 高木 一人 北大オリエン部 765 藤森 千詠

734 武田 信悟 北大オリエン部 766 松本 友紀 m

No 氏名 所属 No 氏名 所属

651 梅崎 静 676 太田 有紀 千歳市役所

652 安ヶ平 萌子 677 岡林 玉意

653 高井 純子 678 小野 さよ子

654 宮内 匡子 679 片岡 陽子

655 中川 愛 680 川村 直子 十九の春

656 市村 薫 681 草間 かおり 千歳市役所

657 神 郁子 レッドリボン群 682 小谷 奈穂 北海道大学

658 寺地 千奈美 683 後藤 寿子

659 花田 めぐみ ＧーＴＲ 684 杉浦 汐莉

660 米内 美和 函館どＭクラブ 685 平中 真弓 トレイルハット

661 平中 爽寧 札幌澄川小学校 686 高野 友美

662 松浦 良子 687 高松 恵美

663 鶴飼 亜紀子 688 竹村 かをる

664 野切 幸子 レッドリボン群 689 津村 亜依

665 野中 梢 690 中村 暢子

666 大西 麻弥 大雪山ＴＲ東川支部 691 沼田 奈津子

667 相澤 依里 なし 692 藤澤 寿子 綿谷塾

668 池亀 美穂 カド 693 細野 昇子

669 石井 まりか （株）ゴールドウイン 694 増井 真己 増井家

670 石川 千里 695 増田 楓 チーム・カカボラジ

671 石田 三里 ポップンハウス 696 松谷 希

672 市川 友希 ＵＲＣ 697 光岡 美貴 レッドリボン群

673 岩城 あづみ ちばりよーRC 698 山口 美歩子

674 大久保 はるみ 699 山﨑 恵里

675 太田 瑞恵 太田山岳会



 

 
キッズクラス 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No 氏名 所属 No 氏名 所属

11 與那嶺 満汰 中央小学校 31 平山 仁琥
12 椋平 大幹 チームＣ－３ 32 藤沢 頼 喜茂別小学校
13 岩田 瑞生 33 藤沢 漣 喜茂別小学校
14 山中 泰成 34 増井 優人 増井家
15 平中 昊 札幌澄川小学校 35 松本 優大 m
16 堀野 隼汰 函館駒場小学校 36 柳谷 遙音 八雲小学校

17 阿部 開太 北九条小

18 阿部 康太 北九条小 37 中川 紗那 平和小学校
19 石井 颯人 チームｃ３ 38 中川 風歌
20 岩崎 瑛太 なし 39 佐藤 朱華 トレイルクマヤマ
21 小林 賢侍 元町北小学校 40 岩田 翠莉
22 澤本 龍晟 苫小牧北光小学校 41 小田 柊果 西白石小学校
23 関 慧樹 42 堀 ひより 教育大附属札幌小学校
24 田中 丞太郎 43 新井 朝海 倶知安小学校
25 田中 勢士郎 44 岩岡 彩都希
26 峠ケ 咲来 45 岩岡 美彩希
27 中村 優我 ドリアンズ 46 高城 絵利奈
28 ニコルズ 皇吏 47 田村 帆波 小野幌小学校
29 畑内 太一 盤渓小学校 48 畑内 かなめ 盤渓小学校

30 平山 燈良


